
平成 21年 2月 9日 
各 位 

西日本国際財団 
西日本シティ銀行 

平成 20 年度「第 10 回西日本国際財団アジア貢献賞」「第 4回西日本国際財団アジア Kids 大賞」

受賞者決定 及び 

「西日本国際財団アジア貢献賞 10周年記念特別賞」授与・「アジア貢献賞 10 周年記念セミナー」

開催について 
 

財団法人西日本国際財団（理事長 新藤 恒男）ならびに西日本シティ銀行（頭取 久保田 勇夫）
は、アジアとの国際交流に貢献している九州・山口地域の団体・個人等を表彰いたしております。
標記各賞について下記の通り受賞者が決定いたしましたのでお知らせします。 
 また、「西日本国際財団アジア貢献賞」創設 10 周年を記念し、「特別賞」の授与、及び「記念セ
ミナー」を開催いたしますので併せてお知らせします。 

記 

1. ｢西日本国際財団アジア貢献賞｣ ｢西日本国際財団アジア Kids 大賞｣ 

■「第 10回西日本国際財団アジア貢献賞」 ＊賞状、副賞（1百万円及び記念品）贈呈           

受賞者（敬称略） 活動地域 分野 活動内容 

くるんて～ぷの会 

代表 原田 君子 
タイ、福岡 

人物交流

人材育成

｢1 杯のコーヒー代節約で子どもが学校

に行けます｣と呼びかけ､タイの小中学

生の進学支援やエイズ等に対する周知

活動を 16 年に渡り地道に続けている。

特定非営利活動法人 
バングラデシュと手を 
つなぐ会 
代表 ニノ坂 保喜 

バングラデ

シュ、福岡

人物交流

人材育成

医療福祉

バングラデシュ出身留学生との出会い

から、現地に小学校を建設、学校運営か

ら奨学金、母子保護センター建設・運営、

職業訓練等幅広い支援を行っている。 

福岡市立香椎浜小学校 PTA・  

フレンズ委員会  

代表 谷口 朋子  
香椎浜小学校･親子日本語 

教室･よるとも会  

代表 古賀 美津子 

香椎浜小学校

校区、福岡 
人物交流

人材育成

外国人居住者が多い香椎浜地区で、学校

と PTA が一体となり、日本語や生活の悩

みを抱える外国人家庭を草の根で支え

る活動を行っている。 

 

■「第 4回西日本国際財団アジア Kids 大賞」＊賞状、副賞（30 万円及び記念品）贈呈 

受賞者（敬称略） 活動地域 活動内容 

産山村立産山中学校 
校長 笹原 照明 

タイ、熊本 
タイの中学校と言葉の壁を乗り越えて交流し､学校・

家庭が一緒となり､村ぐるみで相互の伝統文化理解と

人物交流･人材育成を 20 年に渡り地道に続けている。

チャンチャン劇団 
代表 神田 美栄子 

福岡(北九州) 
グアム、台湾

1993 年から「個性を磨けば誰もが主役」を合言葉に

30 名近い知的障害者の子ども達が、ボランティアスタ

ッフと保護者の支えにより、脱落者もなく北九州を本

拠地として劇団活動を継続。2005 年からはグアム、台

湾の海外公演実施にまで発展。今年 3月には韓国公演

を予定。 

http://www.ncbank.co.jp/chiiki_shakaikoken/kokusai_zaidan/koukensho.html
http://www.ncbank.co.jp/chiiki_shakaikoken/kokusai_zaidan/kids_taisho.html


2. 「西日本国際財団アジア貢献賞 10周年記念特別賞」ならびに「記念セミナー」開催について 

■「西日本国際財団アジア貢献賞 10 周年記念特別賞」＊賞状、副賞（金一封及び記念品）贈呈 
受賞者（敬称略） 活動地域 活動内容 

谷口巳三郎・谷口恭子夫妻 タイ、熊本 

第一回目のアジア貢献賞受賞者である谷口巳三郎氏

は、タイの貧しい高地・平地民族の農業支援のため 25

年に渡り現地で地道に支援活動をしている。ご夫人の

谷口恭子氏は、それを日本から資金面で支えるだけで

なく、自らもエイズ患者支援、女性自立、里親奨学金、

環境保護など独自で考えた諸活動を次々と立ち上げ

現在も献身的に続けている。 
 
●「アジア貢献賞 10周年記念セミナー」開催概要 

日 時 平成 21 年 3 月 6 日（金）13:00～17:00 
会 場 ホテル日航福岡 3階「都久志の間」（福岡市博多区博多駅前 2丁目 18-25） 

内 容 

〇授賞式 
各賞表彰及び受賞者の方々の活動紹介 

〇「アジア貢献賞 10 周年記念セミナー 

①記念講演「国連開発計画（ＵＮＤＰ）親善大使として見たこと、感じたこと」 

紺野 美沙子氏（女優、国連開発計画親善大使） 

②パネルディスカッション「これからのアジアとの国際交流」 

              パネラー：過去のアジア貢献賞受賞者の方々 
定 員 200 名（公募）※参加費無料、応募多数の場合は抽選 

お申込 
方 法 

郵便番号、住所、氏名、年齢、連絡先電話番号、お勤め先、｢アジア貢献者賞 10 周

年記念セミナー｣参加希望の旨を記入のうえ下記いずれかにてお申込下さい。 
＊締切：平成 21 年 2月 20 日（金）必着 

＊ご参加いただける方には、事前に聴講券を郵送いたします。 
※申込方法お問合せ先：西日本新聞イベントサービス TEL092-711-5491 

ハガキ 
〒810-0001 福岡市中央区天神 1-4-1 14 階 

 西日本新聞イベントサービス内 

「西日本国際財団アジア貢献賞 10 周年記念セミナー」係 

ＦＡＸ FAX 番号：092-731-5210 

E-mail メールアドレス：ncb@nishinippon-event.co.jp 
主催：西日本国際財団、西日本シティ銀行 
共催：西日本新聞社 

後援：外務省、中華人民共和国福岡総領事館、駐福岡大韓民国総領事館、福岡市、福岡県、      

（財）福岡県国際交流センター、（財）福岡国際交流協会  
協力：佐賀新聞社、長崎新聞社、熊本日日新聞社、大分合同新聞社、宮崎日日新聞社、南日本新聞社、

琉球新報社、沖縄タイムス社、山口新聞社 
以 上 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 
西日本国際財団 事務局 河部・井口 TEL 092-476-2154 



【参考】 
平成 20年度候補者推薦状況 
九州・山口地域の各県・政令指定都市の国際部門、国際交流協会等から平成 20年 9 月末ま
でに推薦を受けた候補の状況は以下のとおりです。 

■西日本国際財団アジア貢献賞・西日本国際財団アジア貢献賞特別賞 
＜県別＞ 

 
 
 
■西日本国際財団アジア Kids大賞 
＜学校等団体別＞ 

小学校 中学校 その他活動団体 合計 
4 

（福岡、熊本） 
5 

（福岡、熊本） 
2 

（福岡、大分） 
11 

 
－選考経過－ 
平成 20 年  7 月～8月 各機関・団体に推薦を依頼 
      9 月末 推薦締め切り 

11 月 19 日 選考委員会（委員長 長友 泰明）にて候補選定 
平成 21 年  1 月 19 日 審査委員会（委員長 田中 健藏）にて受賞者決定 

 
 

 

福岡 佐賀 熊本 宮崎 長崎 大分 鹿児島 沖縄 山口 合計 

8 － 2 2 1 2 1 2 2 20 


